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日刊工業新聞縮刷版 2019年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 6月号. -- 日刊工業新聞社, 2019.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
19-6

2695065

海辺を行き交うお触れ書き : 浦触の語る徳川情報網
/ 水本邦彦著. -- 吉川弘文館, 2019.8. -- (歴史文化ライブラリー ;
468).

日本史 ３階固定一般 210.5||MIZ 2695049

年表昭和・平成史 : 1926-2019
/ 中村政則, 森武麿編. -- 新版. -- 岩波書店, 2019.7. -- (岩波ブッ
クレット ; No. 1005).

日本史 ３階固定一般 210.7||MOR 2694484

バンコク ; [2019].
-- JTBパブリッシング, 2019.2. -- (ララチッタ ; 06 . アジア).

地理.地誌.
紀行

３階固定一般
290.9||LAL||
2019

2694824

ホーチミン : ダナン ホイアン
/ 地球の歩き方編集室著作編集. -- 改訂第6版. -- ダイヤモンド・
ビッグ社. -- (地球の歩き方aruco ; 10).

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290.93||CHI 2694816

はじめての海外旅行 : 持ち歩き版 : 手順がわかる親切図解
/ グループTEN海外企画室編. -- 池田書店, [2004.6].

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290.93||GUR 2694859

るるぶタイ バンコク・アユタヤ ; '20.
-- ちいサイズ. -- JTBパブリッシング, 2019.2. -- (るるぶ情報版 ;
A9 . Asia).

アジア ３階固定一般
292.37||RUR
||'20

2694832

ロンドン・イギリス ; [2018].
-- 昭文社, 2018.10. -- (まっぷるマガジン . 海外).

ヨーロッパ ３階固定一般
293.3093||M
AP||2018

2694921

幸福のカナダ.
-- 文藝春秋, 2019.2. -- (BUNGEISHUNJU MOOK . CREA Due
Traveller).

北アメリカ ３階固定一般 295.1||BUN 2694931

るるぶカナダ
; '98-'99 - ['18]. -- JTB, 1998.5-. -- (るるぶ情報版 ; 海外 ; 5, C4).

北アメリカ ３階固定一般
295.109||RU
R||2018

2694697

るるぶオーストラリア
; [2019]. -- JTBパブリッシング, 2019.4. -- (るるぶ情報版 ; D4 .
Pacific Ocean).

オセアニ
ア･両極地
方

３階固定一般
297.1093||R
UR||2019

2694549
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ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー : The Real British
Secondary School Days
/ ブレイディみかこ著. -- 新潮社, 2019.6.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般
376.333||BR
E

2694591

何のための「教養」か
/ 桑子敏雄著. -- 筑摩書房, 2019.7. -- (ちくまプリマー新書 ; 329).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階新書架
377.15||KU
W

2694417

Study in AUSTRALIA
; vol. 1 創刊号 - vol. 4. -- アルク, 2016.5-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.6||ARU 2694948

この一冊でカナダ留学のすべてがわかる!.
-- アルク, 2019.3. -- (Study in CANADA : カナダ留学をする人のた
めの一冊 . Vol.2).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.6||ARU 2694956

日本人にとって自然とはなにか
/ 宇根豊著. -- 筑摩書房, 2019.7. -- (ちくまプリマー新書 ; 330).

科学史・事
情

３階新書架 402.91||UNE 2694425

アフタヌーンティーで旅するイギリス
/ 新宅久起著作・編集. -- ダイヤモンド・ビッグ社. -- (地球の歩き方
gem stone ; 068).

食品.料理 ３階固定一般 596.7||SHI 2694867

るるぶオーランドのテーマパーク : 圧倒的スケール!ようこそ遊びの
王国へ.
-- JTBパブリッシング, 2019.8. -- (るるぶ情報版 ; C11).

観光事業 ３階固定一般
689.5||RUR||
2019

2694701

日本のグラフィック100年 = 100 years of Japanese graphic design
/ 山形季央編集・著. -- パイインターナショナル, 2018.1.

グラフィッ
クデザイ
ン.図案

３階固定一般
727.021||YA
M

2694646

ベトナム : ベトナム語
/ 池田浩明著. -- 第2版. -- 情報センター出版局, 2006.12. -- (ここ
以外のどこかへ! . 旅の指さし会話帳 ; 11 ; アジア 14).

言語学 ３階固定一般 801.7||IKE 2695121

平場の月
/ 朝倉かすみ著. -- 光文社, 2018.12.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||ASA 2694689

百の夜は跳ねて
/ 古市憲寿著. -- 新潮社, 2019.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||FUR 2694433
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美しき愚かものたちのタブロー
/ 原田マハ著. -- 文藝春秋, 2019.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HAR 2694727

希望の糸
/ 東野圭吾著. -- 講談社, 2019.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HIG 2694573

ノーサイド・ゲーム
/ 池井戸潤著. -- ダイヤモンド社, 2019.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||IKE 2695057

むらさきのスカートの女
/ 今村夏子著. -- 朝日新聞出版, 2019.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||IMA 2694557

神獣の都 : 京都四神異譚録
/ 小林泰三著. -- 新潮社, 2019.7. -- (新潮文庫 ; 11142, こ-68-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KOB 2694395

トリニティ
/ 窪美澄著. -- 新潮社, 2019.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KUB 2694531

今昔百鬼拾遺天狗
/ 京極夏彦著. -- 新潮社, 2019.7. -- (新潮文庫 ; 11134, き-31-51).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KYO 2694409

渦 : 妹背山婦女庭訓魂結び
/ 大島真寿美著. -- 文藝春秋, 2019.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||OHS 2694841

落花
/ 澤田瞳子著. -- 中央公論新社, 2019.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||SAW 2694441

小説天気の子
/ 新海誠著. -- KADOKAWA, 2019.7. -- (角川文庫).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2694611

マジカルグランマ
/ 柚木麻子著. -- 朝日新聞出版, 2019.4.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||YUZ 2694581

妄想国語辞典
/ 野澤幸司著. -- 扶桑社, 2019.6.

箴言.ア
フォリズム.
寸言

３階固定一般 917||NOZ 2694565


